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Ⅰ.富山の産学官の技術シーズ 
New Technologies in Industrial, Academic, and Government Sectors of Toyama 

１.企業の技術シーズ New Technologies in Industrial Sector 
■材料・素材  Material  

 ◇超微粒超硬合金用ＷＣ（タングステンカーバイド）粉末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Ultrafine tungsten carbide (WC) powder for cemented carbide 

株式会社アライドマテリアル 粉末合金事業部（A.L.M.T.Corp. Powder & Hard Metal Division）

・・ｐ4 
 
 

 ◇自動車用衝突安全システムに適応した高靭性アルミニウム押出材料の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Development of aluminum alloy for extrusions with high toughness suitable for collision safety system for automobiles

アイシン軽金属株式会社（AISIN KEIKINZOKU Co., Ltd.）

・・ｐ4 
 
 

 ◇自動車用衝突安全システムに適応した高強度アルミニウム押出材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Aluminum alloy for extrusions with high toughness suitable for collision safety system for automobiles 

アイシン軽金属株式会社（AISIN KEIKINZOKU Co., Ltd.）

・・ｐ4 
 
 

 ◇高強度、高熱伝導性銅合金材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  High-strength, high-thermal-conductive copper alloy       中越合金鋳工株式会社（CHUETSU METAL WORKS CO., LTD.）

・・ｐ5 
 

 ◇ｎａｎｏｆｏｒｅｓｔ（セルロースナノファイバー） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  ｎａｎｏｆｏｒｅｓｔ（Cellulose Nanofiber）                   中越パルプ工業株式会社（Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.）

・・ｐ5 
 

 ◇3D プリンター用フィラメント（ナノマテリアル入り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Filament for 3D printing (nanomaterial-mixed) 

株式会社北陸エンジニアプラスチック（Hokuriku Engineer Plastic Co., LTD.）

・・ｐ5 
 
 

 ◇高純度炭化けい素の超微粉製造技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Method of manufacturing high purity silicon carbide ultrafine powder 

大平洋ランダム株式会社（Pacific Rundum Co., Ltd.）

・・ｐ6 
 
 

 ◇高純度リン酸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  High purity phosphoric acid                                       燐化学工業株式会社（RIN KAGAKU KOGYO Co., Ltd.）

・・ｐ6 
 

 ◇バイオマスナノファイバー「BinFi-s（ビンフィス）」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Biomass nanofiber “BiNFi-s”                                          株式会社スギノマシン（Sugino Machine Limited）

・・ｐ6 
 

 ◇真空蒸着法を用いたナノ複合材料製造技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Nano-particle dispersed composite materials manufacturing technology using a vacuum deposition method 

立山マシン株式会社（Tateyama Machine Co., Ltd.）

・・ｐ7 
 
 

 ◇特殊合金鋳塊の製造・委託溶解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Manufacturing and contract melting of special alloy ingot 

株式会社ヨネダアドキャスト（Yoneda Advanced Casting CO., LTD.）

・・ｐ7 
 
 

■精密機械・部品  Precision Machines and Components  

 ◇安定化ジルコニア（YSZ）を使用した打錠機用金型臼及び打錠障害を改善するナノ改質処理技術・・・・・・・・・・・・・・・
  Development of die for tablet machinery using stabilized zirconia (YSZ) and the nanoscopic scale surface treatment  

technology to prevent tableting failures                       株式会社ビー・エム・プロダクツ（B.M.Products.Co., Ltd.）

・・ｐ8 
 
 

 ◇無はんだ接続技術（プレスフィット接続技術）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Solderless connection technology (press-fit connection technology)         ファインネクス株式会社（FINECS CO., LTD.）

・・ｐ8 
 

 ◇MEMS 技術を用いたマイクロエアブリッジ構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Micro air bridge structure using MEMS technology   北陸電気工業株式会社（HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.）

・・ｐ8 
 

 ◇従来機比 25 万倍の 512 ギガバイトの処理能力をもつ高速、高精度、超精密加工を実現・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  512GB processing capability – 250k times more than conventional machines High speed, high accuracy, and ultra high 

precision machining made possible                               キタムラ機械株式会社（Kitamura Machinery Co., Ltd.）

・・ｐ9 
 
 

 ◇油静圧軸受を用いたマシニングセンタ（金属接触レス工作機械）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Machining center with hydrostatic bearing (Zero metal contact machine tool) コマツ NTC 株式会社（Komatsu NTC Ltd.）

・・ｐ9 
 



― 2 ―― 2 ―

 ◇湿式微粒化装置「スターバースト」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  “Star Burst” wet pulverizing and dispersing device                     株式会社スギノマシン（Sugino Machine Limited）

・・ｐ9 
 

 ◇小型同時 5軸制御横型MC「セルフセンタ H15B-5AX」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  “Self-Center H15B-5AX,” a compact 5-axis control horizontal type machining center 

株式会社スギノマシン（Sugino Machine Limited）

・・ｐ10 
 
 

 ◇対向気流乾式粉砕機「ドライバースト」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  “Dry Burst,” the counter airflow dry-type milling device                株式会社スギノマシン（Sugino Machine Limited）

・・ｐ10 
 

 ◇65ｎｍプロセスを用いたミリ波 110GHz帯 RF CMOS向けプラットフォームの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Development of 65 nm mmWave 110GHz RFCMOS platform 

パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社（TowerJazz Panasonic Semiconductor Co., Ltd.）

・・ｐ10 
 
 

 ◇CMOS イメージセンサ (CIS) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  CMOS Image Sensor (CIS) 

パナソニック・タワージャズ セミコンダクター株式会社（TowerJazz Panasonic Semiconductor Co., Ltd.）

・・ｐ11 
 
 

■金属加工・部品  Metal Processing/Parts  

 ◇アルミニウム合金とマグネシウム合金の高強度面接合技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Surface bonding technology of aluminum and magnesium alloys with high strength 

BBSジャパン株式会社（BBS Japan Co., Ltd.）

・・ｐ12 
 
 

 ◇急冷凝固用銅ロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Copper alloy rolls for rapid solidification                    中越合金鋳工株式会社（CHUETSU METAL WORKS CO., LTD.）

・・ｐ12
 

 ◇耐摩耗性/耐焼付性 銅合金精密部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Precision copper alloy parts with wear resistance/seizure resistance 

中越合金鋳工株式会社（CHUETSU METAL WORKS CO., LTD.）

・・ｐ12 
 
 

 ◇工作機械部品・自動車関連部品の高精度切削加工技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  High precision cutting technology for machine tool and automobile-related parts 

株式会社石金精機（ISHIGANE SEIKI CO., LTD.）

・・ｐ13 
 
 

 ◇ナノサイズの凹凸で素材の性質を変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Reforming of material properties by applying nano-size patterns                    株式会社Ｍ＆Ｔ（M&T corporation）

・・ｐ13 
 

 ◇自動車部品事業におけるアルミ鋳造製品マイクロメータオーダの高精度な加工・保証・維持技術・・・・・・・・・・・・・・・
  Guaranteed and consistent ultraprecise micrometer order processing of aluminum cast products for automobile  

industry                                               株式会社松村精型（MATSUMURA MOLD ＆ PATTERN CO., LTD.）

・・ｐ13 
 
 

 ◇高品質要求下における発電・航空機の中空タービンブレード用「セラミックコア金型」の設計と高精度切削加工技術・・・・・・
  Designing and high precision cutting technology for “Ceramic Core” for hollow turbine blades used in power generators

 and aircraft with high-quality requirements                      三英工業株式会社（SAN-EI INDUSTRIES CO., LTD.）

・・ｐ14 
 
 

 ◇金型表面加工による高機能化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Mold surface treatment for enhanced usability                                    三光合成株式会社（Sanko Gosei Ltd.）

・・ｐ14 
 

 ◇鍛造用アルミニウム合金小径連続鋳造棒 TG-bar・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Small diameter continuous casting bar of aluminum alloy for forging        三協立山株式会社（Sankyo Tateyama, Inc.）

・・ｐ14 
 

 ◇リーマ＆ローラバニシング複合工具「リームローラ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  “Ream Roller,” a composite machining tool of reamer and roller burnishing 

株式会社スギノマシン（Sugino Machine Limited）

・・ｐ15 
 
 

■樹脂加工・部品  Resin Processing/Parts  

 ◇自己強化プラスチック Self Reinforced Plastics・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Self-Reinforced Plastics                                                    ダイヤテックス株式会社（DIATEX Co., Ltd.）

・・ｐ16 
 

 ◇超精密微細構造化シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Ultraprecise microfabrication sheet             日本カーバイド工業株式会社（NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO., INC.）

・・ｐ16 
 

 ◇大面積・高精度ナノインプリント（ナノパターン転写）の独自技術確立と量産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Establishment and application of unique high accuracy nanoimprint (nanopattern transfer) technology on large area  

for volume production                                                                       NSI株式会社（NSI, Inc.）

・・ｐ16 
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■材料・素材  Material 

株 式 会 社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル  粉 末 合 ⾦ 事 業 部  http://www.a l l ied-mater ia l . co. jp/
（ A.L.M.T.Corp. Powder & Hard Metal Division）  

技術名 
Technology 

超微粒超硬合⾦⽤ＷＣ（タングステンカーバイド）粉末 
Ultrafine tungsten carbide (WC) powder for cemented carbide 

技術の 
概要 

Summary 

超硬合金主原料のＷＣ（タングステンカーバイド）粉の使用に関し、使い易さに着目し、低嵩粉末を開発。
超硬合金製造では、原料粉末の混合、成形、焼結を行う。各工程の生産性に寄与する主原料ＷＣ粉末を提供
する。   
This technology refers to the development of low volume type of fine tungsten 
carbide (WC) powder as a primary 
material of cemented carbide for 
improved usability.  Cemented carbide 
processing consists of mixing, 
molding(pressing or extruding), and 
sintering of materials.  A.L.M.T.Corp. 
provides principal WC powders which 
enhance productivity in each process.   

技術の 
概要 

Summary 

自動車用衝突安全システムの衝撃吸収部材であるクラッシュボックスに、6000 系アルミニウム押出材料を
適応。 
6000 系アルミニウム押出材料を構成する化学成分と製造工程内の熱履歴を制御し、結晶粒界の無析出帯を
狭小化することで材料を高靭性化した。   
This technology refers to the 6000 series aluminum alloy for 
extrusions applicable to crash boxes for energy absorption 
in collision safety system for automobiles.   
By narrowing precipitate free zones in crystal grain 
boundaries of 6000 series aluminum through the 
management of chemical composition and thermal history 
in the manufacturing process, we have succeeded in 
developing a high-toughness alloy.   

技術の 
概要 

Summary 

自動車用衝突安全システムの衝撃吸収部材であるバンパーリィンホースに高強度 7000 系アルミニウム押出
材料を適応。 
7000 系アルミニウム押出材料を構成する化学成分と製造工程内の熱履歴を制御し、高強度の元となる「析
出物」を微細分散させることで鉄並みの高強度化を実現した。   
This technology refers to the 7000 series aluminum alloy for 
extrusions applicable to bumper reinforcement for energy 
absorption in collision safety system for automobiles.   
By fine dispersion of “precipitate” of 7000 series aluminum 
which induces high intensity through the management of 
chemical composition and thermal history in the 
manufacturing process, we have succeeded in developing an 
alloy having the intensity as high as steel.    

 
ア イ シ ン 軽 ⾦ 属 株 式 会 社             http://www.a is in-ak.co . jp/  
（ AISIN KEIKINZOKU Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

⾃動⾞⽤衝突安全システムに適応した⾼靭性アルミニウム押出材料の開発 
Development of aluminum alloy for extrusions with high toughness  
suitable for collision safety system for automobiles 

技術名 
Technology 

⾃動⾞⽤衝突安全システムに適応した⾼強度アルミニウム押出材料 
Aluminum alloy for extrusions with high toughness suitable for  
collision safety system for automobiles 
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 ◇射出成形による樹脂製マイクロチップ・デバイスの量産化技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Mass production technology of microchip device of resin by injection molding 株式会社リッチェル（Richell Corporation）

・・ｐ17 
 

 ◇ゆらぎ華飾技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  YURAGI decoration technology                                                   三光合成株式会社（Sanko Gosei Ltd.）

・・ｐ17 
 

 ◇異品種精密製品のファミリー取り/多数個取り金型による同時成形を可能にする金型設計製作技術・・・・・・・・・・・・・・ 
  Mold designing and manufacturing technology to enable simultaneous molding of differently shaped precision parts  

using family molding or multiple cavity molding                          三晶技研株式会社（SANSHO GIKEN Co., Ltd.）

・・ｐ17 
 
 

 ◇ガラスとガラス及びポリカーボネートとの特殊樹脂による接合技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Bonding technology of glass and glass or glass and polycarbonate with special resin 

新光硝子工業株式会社（SHINKO GLASS INDUSTRY Co., LTD.）

・・ｐ18 
 
 

 ◇熱可塑性複合材料の量産成形技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Molding technology of thermoplastic composite material for mass production 

株式会社タカギセイコー（Takagi Seiko Corporation）

・・ｐ18 
 
 

 ◇富山県で産出される資源をプラスチックにフィラー材として混錬し、新しい機能性を持たせたプラスチック原料の製造技術・・・・・・
  Plastic raw material production technology to knead and mix resource of Toyama prefecture as filler for new function 

株式会社戸出 O-Fit（TOIDE O-Fit Co.,Ltd.）

・・ｐ18 
 
 

■繊維加工・製品  Textile Processing/Products  

 ◇C3fit IN pulse（インパルス）シリーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  C3fit IN-pulse Series                                                        株式会社ゴールドウイン（GOLDWIN INC.）

・・ｐ19 
 

 ◇ポリウレタンナノファイバー不織布とトリコット生地を貼り合わせた次世代透湿防水性生地・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Next generation moisture-permeable waterproof fabric with polyurethane nanofiber nonwoven fabric and tricot fabric 

bonded together                                    ケーシーアイ・ワープニット株式会社（K.C.I WARP KNIT CO., LTD.）

・・ｐ19 
 
 

 ◇「ナノ加工技術（撥水・撥油・防汚）を施したアクリル混ニット商品」の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Development of “acrylic fiber-mixed knit fabric” with nanofiber processing (water-repellent, oil-repellent, and stain- 

Resistant)                                                            株式会社エヌエス・ブレーン（NS Brain Co., Ltd.）

・・ｐ19 
 
 

 ◇マイクロカプセル附着加工技術の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Development of microcapsule adhesion processing technology         株式会社エヌエス・ブレーン（NS Brain Co., Ltd.）

・・ｐ20 
 

■鍍金・コーティング  Plating and Coating  

 ◇耐ウィスカ性、はんだ漏れ性に優れた、Sn-Ag-Cu 3 元合金めっき技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  3-metal (Sn-Ag-Cu) alloy plating technology featuring good whisker resistance and solder wettability 

FCM 株式会社（FCM CO., Ltd.）

・・ｐ21 
 
 

 ◇金型用深穴内面 PVD コーティング“diXis“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  “diXis,” the PVD coating for deep hole surface of tooling molds                     株式会社北熱（Hokunetsu Co., Ltd.）

・・ｐ21 
 

 ◇ねじ用導電性接着剤コーティング「NDS-EL」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  “NDS-EL,”conductive adhesive coating for screws              株式会社ニッセイテクニカ（NISSEI TECHNICA CO., LTD.）

・・ｐ21 
 

 ◇微小部品へのめっき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Plating to micro size parts                                        立山電化工業株式会社（TATEYAMA DENKA CO., LTD.）

・・ｐ22 
 

 ◇新素材に対応したナノ機能めっきの取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Initiatives toward functional nano-plating to new materials                   株式会社ユニゾーン（UNIZONE Co., Ltd.）

・・ｐ22 
 

 ◇ニッケルめっきによる装飾用途「工芸ガラスブロック」の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Development of “Glass Craft Block” using nickel plating for decoration         株式会社ユニゾーン（UNIZONE Co., Ltd.）

・・ｐ22 
 

■その他  Other  

 ◇バイオマス由来の環境浄化ナノ複合材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  Biomass-derived nanocomposite material for environment cleaning    株式会社スギノマシン（Sugino Machine Limited）

・・ｐ23 
 

 ◇薬物含有超極細ファイバーを用いた皮膚適用製剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  Preparation for dermal application using medicament-containing ultrafine fiber 

テイカ製薬株式会社（Teika Pharmaceutical Co., Ltd.）

・・ｐ23 
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■材料・素材  Material 

株 式 会 社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル  粉 末 合 ⾦ 事 業 部  http://www.a l l ied-mater ia l . co. jp/
（ A.L.M.T.Corp. Powder & Hard Metal Division）  

技術名 
Technology 

超微粒超硬合⾦⽤ＷＣ（タングステンカーバイド）粉末 
Ultrafine tungsten carbide (WC) powder for cemented carbide 

技術の 
概要 

Summary 

超硬合金主原料のＷＣ（タングステンカーバイド）粉の使用に関し、使い易さに着目し、低嵩粉末を開発。
超硬合金製造では、原料粉末の混合、成形、焼結を行う。各工程の生産性に寄与する主原料ＷＣ粉末を提供
する。   
This technology refers to the development of low volume type of fine tungsten 
carbide (WC) powder as a primary 
material of cemented carbide for 
improved usability.  Cemented carbide 
processing consists of mixing, 
molding(pressing or extruding), and 
sintering of materials.  A.L.M.T.Corp. 
provides principal WC powders which 
enhance productivity in each process.   

技術の 
概要 

Summary 

自動車用衝突安全システムの衝撃吸収部材であるクラッシュボックスに、6000 系アルミニウム押出材料を
適応。 
6000 系アルミニウム押出材料を構成する化学成分と製造工程内の熱履歴を制御し、結晶粒界の無析出帯を
狭小化することで材料を高靭性化した。   
This technology refers to the 6000 series aluminum alloy for 
extrusions applicable to crash boxes for energy absorption 
in collision safety system for automobiles.   
By narrowing precipitate free zones in crystal grain 
boundaries of 6000 series aluminum through the 
management of chemical composition and thermal history 
in the manufacturing process, we have succeeded in 
developing a high-toughness alloy.   

技術の 
概要 

Summary 

自動車用衝突安全システムの衝撃吸収部材であるバンパーリィンホースに高強度 7000 系アルミニウム押出
材料を適応。 
7000 系アルミニウム押出材料を構成する化学成分と製造工程内の熱履歴を制御し、高強度の元となる「析
出物」を微細分散させることで鉄並みの高強度化を実現した。   
This technology refers to the 7000 series aluminum alloy for 
extrusions applicable to bumper reinforcement for energy 
absorption in collision safety system for automobiles.   
By fine dispersion of “precipitate” of 7000 series aluminum 
which induces high intensity through the management of 
chemical composition and thermal history in the 
manufacturing process, we have succeeded in developing an 
alloy having the intensity as high as steel.    

 
ア イ シ ン 軽 ⾦ 属 株 式 会 社             http://www.a is in-ak.co . jp/  
（ AISIN KEIKINZOKU Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

⾃動⾞⽤衝突安全システムに適応した⾼靭性アルミニウム押出材料の開発 
Development of aluminum alloy for extrusions with high toughness  
suitable for collision safety system for automobiles 

技術名 
Technology 

⾃動⾞⽤衝突安全システムに適応した⾼強度アルミニウム押出材料 
Aluminum alloy for extrusions with high toughness suitable for  
collision safety system for automobiles 

平成 27 年度版(2015)
Page 2 

平成 28 年度版(2016)
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平成 28 年度版(2016)
Page 13 
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中 越 合 ⾦ 鋳 ⼯ 株 式 会 社            http://www.chuetsu-meta l .co . jp/  
（ CHUETSU METAL WORKS CO., LTD.）

技術名 
Technology 

⾼強度、⾼熱伝導性銅合⾦材料 
High-strength, high-thermal-conductive copper alloy 

技術の 
概要 

Summary 

鉄鋼関係の連続鋳造用鋳型や、ネオジム磁石､軽金属(Mg 合金,Al 合金等)の急冷凝固プロセスを行うロール材
料には熱伝導性と強度が必要とされる。 
これらの材料として、Cu-Be 合金が知られているが、添加する Be には、毒性があることから環境負荷を軽
減する Be を含まない材料が求められている。   
Casting molds in the steel industry for continuous casting and roll 
materials for rapid solidification process of neodymium magnets 
and light materials (magnesium alloy, aluminum alloy, etc.) are 
said to require thermal conductivity and strength where Cu-Be 
alloy is the material known for application to such purposes.   
Due to the toxicity of beryllium as one of the components, an 
alternative alloy without beryllium is being searched for to 
reduce the environmental load.    

技術の 
概要 

Summary 

自社でパルプ化した植物繊維を水に分散させ、パルプ同士を高圧で衝突させることにより微細化を行ってい
ます（ＡＣＣ法）。 
製造条件の調整により品質のコントロールが可能で用途に応じた作り込みが出来、安全性にも優れた製造法
です。   
In-house-processed pulping of vegetable fiber is 
dispersed in water for highly pressurized aqueous 
counter collision for micronization (ACC method).   
By adopting this approach, fiber properties can be 
adjusted to meet application requirements, as product 
quality is adjustable by processing condition while 
ensuring manufacturing safety.    

技術の 
概要 

Summary 

弊社は、国内では数少ない押出しメーカーで丸棒・板の製造技術を持っています。長年培ってきた押出し技
術を活用し、今般国産初の３Ｄプリンター用フィラメントの製造に成功しました。品質、機能ともに、海外
製とは大きく差をつけた高い水準で提供しております。   
Hokuriku Engineering Plastic is one of a few extruders in 
Japan with manufacturing expertise in round bars and 
plates and is the first manufacturer of 3D printing 
filaments in Japan, thanks to the long experience and 
technology in extrusion molding.  Its filaments are highly 
competitive both in quality and function.    

 
中 越 パ ル プ ⼯ 業 株 式 会 社      http://www.chuetsu-pu lp .co. jp/ feature/1778 
（ Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

ｎａｎｏｆｏｒｅｓｔ（セルロースナノファイバー） 
ｎａｎｏｆｏｒｅｓｔ（Cellulose Nanofiber） 

 
株 式 会 社 北 陸 エ ン ジ ニ ア プ ラ ス チ ッ ク     http://www.h5.d ion.ne. jp/~hep/
（ Hokuriku Engineer Plastic Co., LTD.）

技術名 
Technology 

3D プリンター⽤フィラメント（ナノマテリアル入り） 
Filament for 3D printing (nanomaterial-mixed) 

平成 28 年度版(2016)
Page 16 

平成 27 年度版(2015)
Page 3 

平成 27 年度版(2015)
Page 4 
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大 平 洋 ラ ン ダ ム 株 式 会 社             http://www.rundum.co. jp/  
（ Pacif ic Rundum Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

⾼純度炭化けい素の超微粉製造技術 
Method of manufacturing high purity silicon carbide ultrafine powder 

技術の 
概要 

Summary 

炭化けい素の微細化と高純度化処理技術。   
The processing technology to refine and purify silicon 
carbide.   
Our high purity ultrafine silicon carbide powder makes 
them suitable for use in sintering silicon carbide for 
fine ceramics, as well as for special applications such 
as kiln furniture, heating elements and filler for heat 
sinks.   

技術の 
概要 

Summary 

当社の乾式法で製造するリン酸は、湿式法で製造するリン酸に比べ不純物が少ないという長所があり、この
品質に着目した製品（グレード）が高純度リン酸です。当社の高純度リン酸は、急速な技術の進歩を遂げる
半導体、液晶分野においての高機能化に適しています。   
The phosphoric acid manufactured by our dry process 
features fewer impurities than the one processed by 
wet process.  Our high purity phosphoric acid is the 
product (grade) focused on the purity and thus suitable 
to enhance the functionalities of rapidly evolving 
semiconductor and liquid crystal industries.   

技術の 
概要 

Summary 

「BiNFi-s（ビンフィス）」は、植物の主成分であるセルロースや甲殻類の殻の主成分であるキチンに代表さ
れるバイオマス（生物資源）を、当社独自のウォータージェット技術を用いて解繊した、直径約 20 nm、長
さ数μm のナノファイバーです。高強度、低熱膨張、大比表面積、高アスペクト比、高保湿性、軽量、生体
親和性、無環境負荷などの優れた性質を有しているため、様々な分野での応用が進んでいます。   
“BiNFi-s” is a nanofiber which measures approximately 20 
nanometers in diameter and a few μm in length made by 
fibrillating biomass (bioresource) with our original waterjet 
technology.  The typical biomass used here includes cellulose, 
the primary component of plant or chitin, the main component of 
crustacean shell.  The excellent features of this nanofiber 
including high strength, low thermal expansion, large specific 
surface area, high aspect ratio, high moisture retention, 
lightweight property, biocompatibility, and environmental burden-
free aspect are expanding its field of application.    

 
燐 化 学 ⼯ 業 株 式 会 社                http://www.r inka.co. jp/  
（ RIN KAGAKU KOGYO Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

⾼純度リン酸 
High purity phosphoric acid 

 
株 式 会 社 ス ギ ノ マ シ ン               http://www.sug ino.com/
（ Sugino Machine Limited）

技術名 
Technology 

バイオマスナノファイバー「BiNFi-s（ビンフィス）」 
Biomass nanofiber “BiNFi-s” 

平成 27 年度版(2015)
Page 5 

平成 28 年度版(2016)
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平成 27 年度版(2015)
Page 6 
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⽴ ⼭ マ シ ン 株 式 会 社                http://www.tateyama. jp/  
（ Tateyama Machine Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

真空蒸着法を⽤いたナノ複合材料製造技術 
Nano-particle dispersed composite materials manufacturing  
technology using a vacuum deposition method 

技術の 
概要 

Summary 

真空蒸着法を用いたナノ複合材料製造技術。材料選択性、不純物の残存量、
製造コスト面での優位性がある。   
This expertise refers to nano-particle dispersed 
composite materials manufacturing technology using a 
vacuum deposition method.  The technology features 
superior material selectivity, residual impurity volume, 
and cost optimization.    

技術の 
概要 

Summary 

これまで鋳造が難しいとされていた特殊材料の鋳造技術。   
Technology to cast special materials which 
could not be done in conventional method.    

 
株 式 会 社 ヨ ネ ダ ア ド キ ャ ス ト            http://www.yac- i c .com/ 
（ Yoneda Advanced Casting CO., LTD.）

技術名 
Technology 

特殊合⾦鋳塊の製造・委託溶解 
Manufacturing and contract melting of special alloy ingot 

 

  

平成 27 年度版(2015)
Page 7 

平成 28 年度版(2016)
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■精密機械・部品  Precision Machines and Components 

株 式 会 社 ビ ー ・ エ ム ・ プ ロ ダ ク ツ        http://www.bm-products . in fo/
（ B.M.Products.Co., Ltd.）  

技術名 
Technology 

安定化ジルコニア（ＹＳＺ）を使⽤した打錠機⽤⾦型⾅及び 
打錠障害を改善するナノ改質処理技術 
Development of die for tablet machinery using stabilized zirconia (YSZ)  
and the nanoscopic scale surface treatment technology to prevent tableting failures 

技術の 
概要 

Summary 

従来、打錠機用金型臼は SKD11（鋼材）を使用し、表面腐食を防ぐため硬質クロムめっきや CrN 等の表面
コーティングをしているが、摩耗により表面が傷つき洗浄等で腐食される問題があった。当社は、これらを
解決するため安定化ジルコニアを使用したジルコニア打錠臼を開発しました。また杵については、打錠障害
を改善するナノ改質処理も可能です。   
The conventional tableting dies, usually made of SKD11 (tool 
steel) with hard chrome plating or CrN coating to prevent 
surface corrosion are not free from abrasion damages that 
trigger corrosion as the dies get cleaned.  To solve this 
problem, we developed tablet dies made of stabilized 
zirconia.  The punches can be processed with nanoscopic 
scale surface treatment to prevent tableting failures.   

技術の 
概要 

Summary 

・電子基板のスルーホールに圧入するだけで、プリント基板と接続できる端子の製造技術。 
・はんだ付け工程、リフロー工程を無くすことにより、製造コストの大幅な低減と環境負荷の低減を図るこ

とができる。 
・条材からのプレス加工だけでなく、線材からの圧造加工にも対応できる。   
・The manufacturing technology of connectors than can be  

attached to PCB just by press-fitting them into through- 
holes. 

・Significantly reduces production costs and environmental  
loads by eliminating soldering and reflow processes. 

・Applicable not only to press-processed bars but also to  
heading-processed wires.   

技術の 
概要 

Summary 

薄膜の応力制御技術、密着性制御技術と MEMS 加工技術の融合で、高耐熱、高信頼性のマイクロエアブリッ
ジ構造を形成し、これを各種センサへ応用。   
This expertise refers to the formation of highly heat-
resistant and highly reliable micro air bridge structures by 
utilizing stress control technology of thin films, 
adhesiveness control technology, and MEMS processing 
technology for an application to a variety of sensors.   

 
フ ァ イ ン ネ ク ス 株 式 会 社              http://www.f inecs .co. jp/
（ FINECS CO., LTD.）  

技術名 
Technology 

無はんだ接続技術（プレスフィット接続技術） 
Solderless connection technology (press-fit connection technology) 

 
北 陸 電 気 ⼯ 業 株 式 会 社                https://www.hdk.co. jp/
（ HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.）

技術名 
Technology 

MEMS 技術を⽤いたマイクロエアブリッジ構造 
Micro air bridge structure using MEMS technology 

平成 28 年度版(2016)
Page 21 

平成 28 年度版(2016)
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平成 27 年度版(2015)
Page 8 
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キ タ ム ラ 機 械 株 式 会 社            http://k i tamura-machinery.co. jp/
（ Kitamura Machinery Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

従来機⽐ 25 万倍の 512 ギガバイトの処理能⼒をもつ 
⾼速、⾼精度、超精密加⼯を実現 
512GB processing capability – 250k times more than conventional  
machines High speed, high accuracy, and ultra high precision machining made possible 

技術の 
概要 

Summary 

キタムラ機械株式会社は 2008 年に独自のＮＣ装置「Arumatik-Mi」を開発、高速演算処理能力や各種イン
テリジェント機能により、高速・高精度加工を実現。さらに進化させた従来機比 25 万倍の処理能力を持つ
「Arumatik-Mi」を搭載したマシニングセンタで 10μm 未満の切り込みと毎分 20,000 ミリの高速送りによ
り、超微細加工を実現した。   
By developing “ArumatiK-Mi,” an original NC system in 2008, 
Kitamura Machinery succeeded in realizing high speed and high 
precision machining by enhancing rapid arithmetic processing 
capability and adding various intelligent functions.  Machining centers 
with “ArumatiK-Mi,” having 250k times more processing capability 
than conventional control systems, make ultra-fine machining 
possible with their capability of cutting less than 10-μm depth and 
rapid feed rate of 20,000mm/min.   

技術の 
概要 

Summary 

油静圧回転軸受を用いた主軸、並びに、油静圧案内機構とリニアモータ駆動を用いた送り軸機構を持つ、加
工点（工具と加工物の接触）以外での金属接触が無い工作機械。   
This technology refers to the machining center which has no metal 
contact other than the work point (where tool contacts work) having 
hydrostatic oil in the spindle bearing and feed shaft mechanism 
comprising static pressure guides and the linear motor drive.   

技術の 
概要 

Summary 

「スターバースト」は、最大 245MPa に加圧した原料同士をマッハ４の相対速度で衝突させることで、分散・
粉砕・乳化・解繊・劈開・表面改質を行う湿式微粒化装置です。粉砕室内には、対向する噴流の衝突力、高
速流によるせん断力、そして発生したキャビテーション気泡が消滅する時の衝撃力が作用し、原料がナノオ
ーダーまで微粒化されます。大型機から卓上機まで幅広いサイズと蒸気滅菌モデルを揃えています。   
“Star Burst” is a wet-type pulverizing and dispersing device to disperse, pulverize, 
homogenize, fibrillate, cleavage, and modify particles by 
generating a collision of particles at the relative speed of Mach 4 
using pressures of up to 245MPa.  Inside the pulverization 
chamber, the raw material is nanosized by collision force of 
opposing jet, shear force caused by high speed jet, and impact 
force generated when cavitation bubbles collapse.  Various 
models are available with its size varying from desktop to large 
scale, and also with steam sterilization type.    

 
コ マ ツ Ｎ Ｔ Ｃ 株 式 会 社             http://www.komatsu-ntc .co. jp/
（ Komatsu NTC Ltd.）  

技術名 
Technology 

油静圧軸受を⽤いたマシニングセンタ（⾦属接触レス⼯作機械） 
Machining center with hydrostatic bearing  
(Zero metal contact machine tool) 

 
株 式 会 社 ス ギ ノ マ シ ン               http://www.sug ino.com/
（ Sugino Machine Limited）

技術名 
Technology 

湿式微粒化装置「スターバースト」 
“Star Burst” wet pulverizing and dispersing device 

平成 27 年度版(2015)
Page 10 

平成 27 年度版(2015)
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平成 27 年度版(2015)
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技術名 
Technology 

⼩型同時５軸制御横型ＭＣ「セルフセンタ H15B-5AX」 
“Self-Center H15B-5AX,” a compact 5-axis control horizontal type  
machining center 

技術の 
概要 

Summary 

「H15B-5AX」は、量産加工用に広く使用されている小型マシニングセンター（ＭＣ）「セルフセンタ」シリ
ーズのラインアップ機種で、一般的な小型ＭＣにはない同時５軸制御機能と高い剛性を兼ね備えた、主軸テ
ーパー30 番の横型ＭＣです。高速・高精度・高剛性・省スペースであるため、近年求められている複雑形状
の小物部品の量産加工に適しており、要望に応じたカスタマイズも可能です。   
The “H15B-5AX” is a machine to complement the “Self-
Center” series of compact machining centers widely used for 
mass processing which features 5-axis control and high 
rigidity--unusual properties in conventional compact 
machining centers--with #30 main spindle taper.  With its 
high speed, high precision, high rigidity, and space saving 
features, this model is suitable for processing small and 
complicate-shaped parts in large number and can be 
customized to meet specific requirements.   

技術の 
概要 

Summary 

ドライバーストは、最大周速 100m/ｓで高速回転する２枚のインペラが発生させる気流で原料同士を対向
衝突させ、数μm 程度までの乾燥微粉末を生成できる乾式粉砕機です。粉砕室内は粉砕と同時に分級も行う
構造となっており、シャープな粒度分布の微粉末が得られます。インペラの回転機構には当社が工作機械で
培ってきた技術が活かされています。   
“Dry Burst” is a dry-type milling device which produces a dry 
powder with a particle diameter of less than 10 μm.  Two high 
speed rotating impellers of up to 100m/s generate opposing air 
flows and raw material particles collide each other.  The casing is 
designed to perform milling and classification at the same time to 
obtain sharp particle size distribution.  Also, our technology 
nurtured through the manufacturing of machine tools is reflected 
on the rotation mechanism of impeller.   

技術の 
概要 

Summary 

300mm ウェハにおける先端的な 65nm プロセスを用いて、今後用途が大きく広がるミリ波 110GHz 帯 RF 
CMOS 向けの LSI デバイス用プラットフォームを開発。さらに設計環境の充実によって、デバイス開発から
量産までの総合的なソリューションを提供。   
This technology refers to the development of 110GHz 
RFCMOS platform for LSI device applying the state-of-
the-art 65nm mmWave technology on 300mm wafer, 
targeted for a variety of applications for the growing 
industry.  With fully equipped design capacity, we can 
provide a comprehensive solution starting from the device 
development to actual mass production.    

技術名 
Technology 

対向気流乾式粉砕機「ドライバースト」 
“Dry Burst,” the counter air ow dry-type milling device

 
パ ナ ソ ニ ッ ク ・ タ ワ ー ジ ャ ズ  セ ミ コ ン ダ ク タ ー 株 式 会 社  ht tp: / / tpsemico . com/ ja/
（ TowerJazz Panasonic Semiconductor Co., Ltd.）

技術名 
Technology 

65nm プロセスを用いたミリ波 110GHz 帯 RF CMOS 向け
プラットフォームの開発 
Development of 65 nm mmWave 110GHz RFCMOS platform 

平成 27 年度版(2015)
Page 12 

平成 27 年度版(2015)
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技術名 
Technology 

CMOS イメージセンサ (CIS) 
CMOS Image Sensor (CIS) 

技術の 
概要 

Summary 

パナソニック・タワージャズ セミコンダクター社（TPSCo）では、カメラの眼であるイメージセンサを長年
製造しており、世界的に広く認められています。 
特に、ＣＭＯＳイメージセンサ（ＣＩＳ）では、様々な用途に対応できるテクノロジーを保有し、高解像度、
低ノイズ、高感度、高飽和、低暗電流、大ピクセルなど、お客様のご要望に応じて画素サイズや画素構成を
最適にチューニングすることが可能です。   
TowerJazz Panasonic Semiconductor Co. (TPSCo) is globally 
well known for its long-standing production of image sensors 
that are the eyes of cameras.   
Particularly in the field of CMOS image sensor (CIS), TPSCo can 
meet customer requirements by fine tuning pixel size or pixel 
constituent through its variety of technologies including high 
resolution, low noise, high sensitivity, high saturation, low dark 
current, and large pixel size.    

 

  

平成 28 年度版(2016)
Page 20 
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■⾦属加⼯・部品  Metal Processing/Parts 

BBS ジ ャ パ ン 株 式 会 社               http://bbs- japan.co. jp/  
（ BBS Japan Co., Ltd.）  

技術名 
Technology 

アルミニウム合金とマグネシウム合金の高強度面接合技術 
Surface bonding technology of aluminum and magnesium alloys  
with high strength 

技術の 
概要 

Summary 

マグネシウムとアルミニウムの接合には中間材に純チタンを使用。 
破壊の原因になりやすい反応層を数十 nm まで薄く制御することで高強度化した。   
Pure titanium is the intermediate material used for the 
bonding of magnesium and aluminum alloys.   
By minimizing the thickness of reaction layer--the 
common reason of material breaks—to less than 100 nm, 
we have succeeded in attaining high bonding strength.   

技術名 
Technology 

急冷凝固用銅ロール 
Copper alloy rolls for rapid solidification 

技術の 
概要 

Summary 

銅の持つ優れた熱伝導性に高強度をプラスした 中越開発材『ＣＣＭ』が微細組織を創り出します。 
  CCM･･･Cu-Cr-Zr 析出硬化型合金    
“CCM” is the material developed by Chuetsu having an 
excellent thermal conductivity of copper with high 
strength for the manufacturing of microstructures. 
     CCM … Cu-Cr-Zr precipitation hardening type alloy   

技術名 
Technology 

耐摩耗性/耐焼付性 銅合金精密部品 
Precision copper alloy parts with wear resistance/seizure resistance 

技術の 
概要 

Summary 

自動車や鉄道車両、油圧機器等に使用される機能部品には、耐摩耗性/耐焼付性/高精度が要求されます。中
越合金は高性能銅合金を、ミクロンオーダーの加工技術で供給します。   
Functional parts used in such applications as automobiles, 
trains and hydraulic machines require wear resistance, 
seizure resistance, and precision.  Chuetsu-metal provides 
high-performance copper alloy products with micrometer 
order processing technology.   

 
中 越 合 ⾦ 鋳 ⼯ 株 式 会 社            http://www.chuetsu-meta l .co . jp/  
（ CHUETSU METAL WORKS CO., LTD.）
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株 式 会 社 ⽯ ⾦ 精 機               http://www. ish igane- fas .co . jp/
（ ISHIGANE SEIKI CO., LTD.）

技術名 
Technology 

工作機械部品・自動車関連部品の高精度切削加工技術 
High precision cutting technology for machine tool and  
automobile-related parts 

技術の 
概要 

Summary 

工作機械や自動車関連の高精度部品製造では最終工程の研削作業、ラップ作業が非常に重要である。これら
作業では、使用機械における最適な工具選定や加工手法等を把握し、機械性能を最大限に引き出す高い技能
が必要である。当社では、治具・工具を独自製作し、高い技能に裏付けられた高精度切削加工を実現。   
Grinding and lapping are critical processes in 
manufacturing high precision parts for machine tools 
and automobile-related items where high skill is 
needed to determine the most suitable tool and 
process to optimize the performance of the machine.  
At Ishigane, we make tools of our own to perform high 
precision cutting backed by high skills.   

技術名 
Technology 

ナノサイズの凹凸で素材の性質を変える 
Reforming of material properties by applying nano-size patterns 

技術の 
概要 

Summary 

テーマ技術のＮＡＰ処理® とは、一般的なショットブラスト理論を抜本改革したメディア（粉）の研究開発
により、金属素材、非金属素材に Ra150～800 ㎚の均一なナノ凹凸形成させる加工技術です。平面形状だけ
ではなく、3D 形状、φ3 ㎜以上の貫通穴にも均一な凹凸形状を形成できます。   
NAP Process ® is the process to create uniform nano-size 
patterns of Ra 150 – 800 nanometers on metal or non-
metal materials by radically reforming conventional shot 
blast theory and developing a media (powder).  The 
patterns can be formed uniformly not only to flat surfaces 
but also 3-dimensional shapes and through holes of 
minimum 3mm diameter.    

技術名 
Technology 

自動車部品事業におけるアルミ鋳造製品のマイクロメータオーダの
高精度な加工・保証・維持技術 
Guaranteed and consistent ultraprecise micrometer order processing  
of aluminum cast products for automobile industry 

技術の 
概要 

Summary 

自動車の無段変速機（ＣＶＴ）を最適に制御する油圧切替弁（ソレノイドバルブ）の性能を左右する超高精
度自動車部品（スリーブ）を製造しています。これは、変速をスムーズに機能させる重要部品で、マイクロ
メータオーダの寸法精度が要求されます。積極的な設備投資と技術開発で構築した一貫生産体制により、マ
イクロメータオーダの高精度加工および品質保証を維持しています。   
Matsumura provides ultra precise automotive parts (sleeves) for solenoid valves for 
optimum control of CVT (Continuously Variable Transmission) for automobiles 
which play a critical role in determining valve performance.  
Due to its importance in ensuring smooth transmission, the 
parts are required to have the dimensional accuracy of 
micrometer order.  By integrated production system made 
through vigorous investment and technology development, 
Matsumura continues to provide precision parts of 
micrometer order with consistently guaranteed quality.   

 
株 式 会 社 Ｍ ＆ Ｔ                     http://mt-nap. jp/  
（ M&T corporation）  

 
株 式 会 社 松 村 精 型                http://www.matsump.com/
（ MATSUMURA MOLD ＆  PATTERN CO., LTD.）
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三 英 ⼯ 業 株 式 会 社                http://www. lostwax.co. jp/  
（ SAN-EI INDUSTRIES CO., L TD.）

技術名 
Technology 

高品質要求下における発電・航空機の中空タービンブレード用 
「セラミックコア金型」の設計と高精度切削加工技術 
Designing and high precision cutting technology for “Ceramic Core” for  
hollow turbine blades used in power generators and aircraft with high-quality requirements 

技術の 
概要 

Summary 

発電ガスタービン・航空機ジェットエンジンのタービンブレード冷却
孔用セラミックコア金型における希少で特異な設計力と高品位なノ
ウハウの機械加工技術を活用した革新的な金型設計製造技術。   
This expertise refers to an innovative mold designing 
and manufacturing technology utilizing special design 
ability and highly skillful know-how on machining of 
the ceramic core for cooling holes of turbine blades  
for power generation gas turbines and aircraft jet  
engines.    

技術名 
Technology 

金型表面加工による高機能化 
Mold surface treatment for enhanced usability 

技術の 
概要 

Summary 

金属の表面に特殊な処理を行うことで、「離型性改善」「汚れ付着防止」「磨き工数削減」「破損防止・長寿命
化」などの効果を与える。当社では、実際のプラスチック成形金型で効果を確認し、2014 年より金型製造へ
適用している。   
By applying the special surface treatment, the usability of 
mold can be improved in “demolding ability,” “stain 
prevention,” “reduction of the polishing process required,” and 
“damage prevention for extended life.”   Here at Sanko 
Gosei, we have verified the effect of the treatment with actual 
production molds for plastic and have been applying the 
treatment in mold building since 2014.   

技術名 
Technology 

鍛造用アルミニウム合金小径連続鋳造棒 TG-bar 
Small diameter continuous casting bar of aluminum alloy for forging 

技術の 
概要 

Summary 

自社開発の断熱鋳型による急速急冷鋳造方式は、断熱構造の鋳型下端から噴出する冷却水で凝固を完了さ
せることで、従来の二重冷却構造の凝固時間を格段に低減している。横型連鋳棒が苦手な難加工合金でも成
分偏析が少なく、微細、均一な鋳塊組織が得られるため、精密／特殊工法の過酷な熱間／冷間鍛造で優れた
加工性を実現する高品質なアルミニウム合金小径連続鋳造棒を提供する。   
By developing our proprietary rapid cooling casting system with insulated casting 
mold, we have succeeded in significantly reducing the solidifying time from the 
method using conventional double wall cooling structure by completing the 
solidification with cooling water injected from the bottom of the 
insulated casting mold.  Since horizontal continuous casting 
bars, even of processing resistant alloy which is not suitable for 
such casting, show little component segregation and create a 
fine and uniform metal structure, what we provide is high-
quality small diameter continuous casting bars of aluminum 
alloy having excellent compatibility with severe hot or cold 
forgings for precision or special processing.   

 
三 光 合 成 株 式 会 社               http://www.sankogose i .co . jp/
（ Sanko Gosei Ltd.）  

 
三 協 ⽴ ⼭ 株 式 会 社                 http://www.st-grp.co. jp/
（ Sankyo Tateyama, Inc.）  
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株 式 会 社 ス ギ ノ マ シ ン               http://www.sug ino.com/
（ Sugino Machine Limited）

技術名 
Technology 

リーマ＆ローラバニシング複合工具「リームローラ」 
“Ream Roller,” a composite machining tool of reamer and roller burnishing 

技術の 
概要 

Summary 

リームローラは、リーマとローラバニシングを組み合せた穴加工用の複合工具で、ワンパスによる高速・高
精度・超仕上げ加工を実現します。リーマとローラはスローアウェイ方式を採用し、ローコスト＆低環境負
荷でもあります。加工面は摺動性やシール性に優れた Rz0.8μm 以下の平滑な面に仕上がり、さらに耐摩耗
性と疲労強度も向上します。   
Ream Roller is a composite machining tool of reamer and 
roller burnishing which can perform high-speed, high-
precision, and superfinishing processes in one-pass.  
Reamer and roller are the throw-away types to reduce cost 
and environmental load.  The mirror surface finished with 
this will have a surface roughness of Rz 0.8 μm or below 
for good sliding and sealing as well as improved abrasion 
resistance and fatigue strength properties.    

 

  

平成 28 年度版(2016)
Page 25 

Ream Roller



― 16 ―

■樹脂加⼯・部品  Resin Processing/Parts 

ダ イ ヤ テ ッ ク ス 株 式 会 社              http://www.diatex.co. jp/
（ DIATEX Co., Ltd.）  

技術名 
Technology 

自己強化プラスチック Self Reinforced Plastics 
Self-Reinforced Plastics 

技術の 
概要 

Summary 

当社が長年培ったフラットヤーン製造技術から生まれたポリプロピレン繊維積層プラスチックシート
「KaRVO（カルヴォ）」。 軽量・高反発・高強度・易加工性、環境配慮の 5 つの特徴を持つ革新的素材特性
と新たな市場創造を実現する材料です。   
“KaRVO” is a polypropylene fiber-laminated plastic sheet 
based on our long-standing flat yarn production technology.  
Having superior properties in 5 areas--lightweight, high 
resilience, high strength, good processability and 
environmental load, this innovative material will contribute to 
creating a new market.   

技術名 
Technology 

超精密微細構造化シート 
Ultraprecise microfabrication sheet 

技術の 
概要 

Summary 

当社は再帰反射シート製品で培われた“超精密金型加工”、“連続シート成形”、“両面成形”を融合し、熱可塑性プ
ラスチック表面に『超精密微細構造』を付与した高機能性シートの開発に取り組んでいます。   
By integrating our technologies of “ultraprecise mold 
fabrication,” “continuous sheet forming,” and “double-side 
forming,” we are working to develop highly functional sheet 
having “ultraprecise microfabrication” on the thermoplastic 
plastic surface. This technology is used for products of 
retroreflective sheeting for traffic signs.   

技術名 
Technology 

大面積・高精度ナノインプリント（ナノパターン転写）の独自技術確立と量産 
Establishment and application of unique high accuracy nanoimprint  
(nanopattern transfer) technology on large area for volume production 

技術の 
概要 

Summary 

親会社の SCIVAX 株式会社（本社：川崎市）で開発した独自のナノインプリント技術（大面積一括転写、多
数個一括転写及び曲面転写技術）を活用し、もの作りを得意とする日研プラント株式会社（本社：富山市）
の協力により、NSI 株式会社は、ナノパターンの加工受託を半導体工場並みのクリーン環境下で量産体制を
確立。   
NSI has succeeded in establishing a contract manufacturing 
system of nanopatterns in large volume in a clean environment 
equivalent to semiconductor plants by incorporating the unique 
nanoimprint technology (large area nanoimprint in single shot, 
multi-nanoimprint, nanoimprint onto curved surface) of SCIVAX 
(headquarter: Kawasaki), a parent company of NSI, and the 
cooperation of Nikken Plant (headquarter: Toyama) which 
specializes in manufacturing of such products.    

 
日 本 カ ー バ イ ド ⼯ 業 株 式 会 社           http://www.carb ide .co . jp/  
（ NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO., INC.）

 
Ｎ Ｓ Ｉ 株 式 会 社  
（ NSI, Inc.）  

平成 28 年度版(2016)
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株 式 会 社 リ ッ チ ェ ル                http://www.r iche l l .co. jp/  
（ Richell Corporation）  
技術名 

Technology 
射出成形による樹脂製マイクロチップ・デバイスの量産化技術 
Mass production technology of microchip device of resin by injection molding 

技術の 
概要 

Summary 

射出成形による微細加工により、樹脂製マイクロチップ・デバイスの量産、低コスト化を実現。   
Mass production and cost reduction of microchip device of 
resin by processing microfabrication by injection molding.   

技術名 
Technology 

ゆらぎ華飾技術 
YURAGI decoration technology 

技術の 
概要 

Summary 

自然界に存在する水面やモルフォ蝶などの持つ眺める方向による色調・明暗の魅力的な変化を付けるなど、
プラスチック製品に付加価値のある見栄えを与える加飾技術。   
YURAGI decoration technology is the technology which 
adds aesthetic value to plastic products.  By applying 
YURAGI decoration, the hue and illumination of plastic 
vary by where it is viewed from in a way similar to the 
water surface or Morpho butterfly.   

技術名 
Technology 

異品種精密製品のファミリー取り/多数個取り金型による 
同時成形を可能にする金型設計製作技術 
Mold designing and manufacturing technology to enable simultaneous  
molding of differently shaped precision parts using family molding or multiple cavity molding 

技術の 
概要 

Summary 

従来、樹脂成形において困難とされてきた異形状かつ体積差の大きい製品同士のファミ
リー取り及び、多数個取り金型による同時成形の実現は、自動車／家電業界を代表とす
る多品種大量生産品だけでなく、多品種少量生産品の分野にも応用可能な技術です。   
The technology to overcome the challenge of simultaneous molding 
of resin products having significantly different shape and volume by 
family molding or multiple cavity molding can be applied not only to 
large quantity, wide variety items typically found in automobile and 
electric appliance industry but also to a small quantity, wide variety 
items.    

 
三 光 合 成 株 式 会 社               http://www.sankogose i .co . jp/
（ Sanko Gosei Ltd.）  

 
三 晶 技 研 株 式 会 社              https://www.sanshog iken.co. jp/  
（ SANSHO GIKEN Co., Ltd.）

平成 28 年度版(2016)
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新 光 硝 子 ⼯ 業 株 式 会 社             http://www.sh inkog lass .co. jp/  
（ SHINKO GLASS INDUSTRY Co., LTD.）

技術名 
Technology 

ガラスとガラス及びポリカーボネートとの特殊樹脂による接合技術 
Bonding technology of glass and glass or glass and polycarbonate  
with special resin 

技術の 
概要 

Summary 

大手化学メーカーと共同開発したアクリル樹脂を用い、ガラスとガラス或いはガラスとポリカーボネートを
常温で重合接着する技術。ガラスとポリカーボネートは熱膨張率が異なるため、従来のフィルムによる合わ
せ加工が困難であったが、特殊な液体樹脂を用いることにより常温での重合を可能とした。   
This expertise refers to the polymerization bonding technology to 
bond glass and glass or glass and polycarbonate together at 
normal temperature by using acrylic resin jointly developed with 
a major chemical manufacturer.  By using a special liquid resin, 
we succeeded in bonding glass and polycarbonate that have a 
different coefficient of thermal expansion which used to be a 
challenge when the conventional film was used.    

（ Takagi Seiko Corporat ion）

技術名 
Technology 

熱可塑性複合材料の量産成形技術 
Molding technology of thermoplastic composite material  
for mass production 

技術の 
概要 

Summary 

CFRTP をはじめとする熱可塑性の複合材料は、一般的に生産サイクルの長い熱硬化性のものに対して、生産
サイクルが短く、自動車など大量生産に適しているとされてきた。しかしその材料特性やハンドリング性か
ら連続生産が困難であった。本技術は、この欠点を解消し連続生産を可能とする量産成形技術であり、自動
車の生産ラインスピードに対応する生産が可能となる。   
Thermoplastic composite materials such as CFRTP were considered to have shorter 
molding cycle time compared to thermosetting materials which require longer cycle 
time, making them ideal for mass production such as for 
automobile parts. However, these materials were not suitable 
for continuous molding due to their material characteristics 
and handleability.  This technology is developed to address 
such drawbacks to enable continuous molding for mass 
production so that parts can be molded at the synchronized 
speed with the automobile production line.   

技術名 
Technology 

富山県で産出される資源をプラスチックにフィラー材として混練し、
新しい機能性を持たせたプラスチック原料の製造技術 
Plastic raw material production technology to knead and mix resource of  
Toyama prefecture as filler for new function 

技術の 
概要 

Summary 

石油 100％のプラスチック原料に、富山県内で産出される未利用資源をフィラー材として用い、複合プラス
チック材料を作る技術である。複合プラスチックを原料にすると、今までのプラスチックが持っていない新
しい機能が発現する。また、フィラー材にアルミ工場から出るスラッジや火力発電所の灰、ダム流木などの
廃棄物を利用するので環境にも優しい。   
This expertise refers to the technology to make composite 
plastic raw material by adding unused resources of Toyama 
prefecture as fillers to 100% petroleum-based raw material 
for plastic.  Products made of composite plastic have new 
functions that those made of conventional plastic do not.  In 
addition, use of such waste as sludge from aluminum plants, 
ash from the thermal power plant, and drift timber from the 
dam for filler is environmentally preferable.   

 
株 式 会 社 タ カ ギ セ イ コ ー           http://www.takag i-se iko.co. jp/  

 
株 式 会 社 ⼾ 出 Ｏ － Ｆ ｉ ｔ              http://www.h-tkc.co . jp/  
（ TOIDE Ｏ -Ｆ it Co.,Ltd.）
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■繊維加⼯・製品  Textile Processing/Products 

株 式 会 社 ゴ ー ル ド ウ イ ン             http://www.goldwin .co . jp/  
（ GOLDWIN INC.）  

技術名 
Technology 

C3fit IN-pulse（インパルス）シリーズ 
C3fit IN-pulse Series 

技術の 
概要 

Summary 

「C3fit IN-pulse」シリーズは東レ株式会社と日本電信電話株式会社が開発・実用化した機能素材“hitoe”を
活用したウエア型のトレーニングデータ計測用デバイスです。   
“C3fit IN-pulse” series is a wearable training data monitoring 
device which utilizes “hitoe,” a functional material developed and 
commercialized jointly by Toray Industries, Inc. and Nippon 
Telegraph and Telephone Corporation.   

技術名 
Technology 

ポリウレタンナノファイバー不織布とトリコット生地を貼り合わせた
次世代透湿防水性生地 
Next generation moisture-permeable waterproof fabric with polyurethane  
nanofiber nonwoven fabric and tricot fabric bonded togethe

技術の 
概要 

Summary 

織物や丸編みとナノファイバー不織布を貼り合わせた素材は市販されている情報はあるものの、トリコット
生地とナノファイバー不織布を貼り合わせた素材はまだ上市されていない。 
織物には無く、丸編みでは伸びすぎる伸縮性の不具合を解消し且つ、ナノファイバーを破壊しない適度な伸
びと、高い透湿防水性を兼ね備える素材が完成した。   
Although there are fabrics of woven or circular-knit material and 
nanofiber nonwoven material bonded together allegedly available 
in the market, a material with tricot and nanofiber nonwoven 
fabrics bonded together is not available.   
We have succeeded in developing fabric which solves the challenge 
of non-elasticity of woven material and too much elasticity of 
circular-knit material while attaining suitable elasticity to prevent 
damage to nanofibers, high moisture permeability, and waterproof 
property.   

技術名 
Technology 

「ナノ加工技術（撥水・撥油・防汚）を施したアクリル混ニット商品」の開発 
Development of “acrylic fiber-mixed knit fabric” with nanofiber  
processing (water-repellent, oil-repellent, and stain-resistant) 

技術の 
概要 

Summary 

高熱ナノ加工処理が可能な天然素材等に比べて、低温処理が要求されるアクリル混ニットへのナノ加工を、
当社独自の最終熱処理機の開発により実現。アクリル混ニットへのナノ加工技術（撥水・撥油・防汚）によ
り、付加価値の高いニット製品を製造、販路拡大・需要拡大を目指す。   
The challenge of nanofiber processing to acrylic fiber-mixed knit 
fabric due to its low-temperature requirement in processing, 
unlike natural material which withstands high temperature, now 
has a solution, thanks to the development of a unique final heat 
treatment machine.  With this nanofiber processing technology 
(water-repellent, oil-repellent, a stain-resistant), we at NS Brain 
are focused to manufacture high value-added knit fabrics for the 
expansion of sales channel by increasing demand.    

 
ケ ー シ ー ア イ ・ ワ ー プ ニ ッ ト 株 式 会 社      http://kc i .kawada-kn i t .co . jp/  
（ K.C.I WARP KNIT CO., LTD.）

r 

 
株 式 会 社 エ ヌ エ ス ・ ブ レ ー ン            http://www.nsbra in.com/ 
（ NS Brain Co., Ltd.）  
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技術名 
Technology 

マイクロカプセル附着加工技術の開発 
Development of microcapsule adhesion processing technology 

技術の 
概要 

Summary 

繊維製品に叙放性マイクロカプセル（粒経３ミクロンのカプセルを 1,000 万個／ｍ²附着）を附着させるこ
とにより多種多様な機能を付与させるが、カプセル内に注入する溶剤により抗菌、保温、消臭、防蚊、制菌
（（一社）繊維評価技術協議会認定）等の効果を発揮する。   
 By adhering sustained release microcapsules to textiles (10 
million 3μm-diameter capsules/m²), this technology can add a 
variety of functions where the effect may vary by the type of 
solvent injected to the capsule such as antibacterial, heat 
retention, deodorant, mosquito repellent, or antimicrobial (as 
approved by Japan Textile Evaluation Technology Council 
Corporation).    
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■鍍⾦・コーティング  Plating and Coating 

Ｆ Ｃ Ｍ 株 式 会 社                  http://www.fc-m.co. jp/  
（ FCM CO., LTD.）

技術名 
Technology 

耐ウィスカ性，はんだ濡れ性に優れた、Sn-Ag-Cu３元合金めっき技術 
3-metal (Sn-Ag-Cu) alloy plating technology featuring good whisker  
resistance and solder wettability 

技術の 
概要 

Summary 

・三つの元素（Sn，Ag，Cu）を同時に析出させ、安定的なめっき皮膜を形成 
・皮膜の結晶組織をナノオーダーで制御することで、高い耐ウィスカ性を実現 
・リフロー処理をしないため、はんだ濡れ性も良好 
・鉛フリー，レアメタルフリーSn 系合金めっき   
・Formation of stable plating film by simultaneously depositing  

three elements (Sn, Ag, Cu). 
・Succeeded in realizing good whisker resistance by managing  

the crystalline structure of the film in nano-order. 
・Good solder wettability by avoiding reflow treatment.  
・Lead-free and rare-metal-free Sn-based alloy plating.   

技術名 
Technology 

金型用深穴内面 PVD コーティング“ｄｉＸｉｓ（ディクシス）” 
“diXis,” the PVD coating for deep hole surface of tooling molds 

技術の 
概要 

Summary 

従来のＰＶＤコーティングでは不可能であった、深穴の奥部までセラミックス保護膜を生成できるため、深
穴金型の大幅な寿命向上を実現します。   
Application of a protective layer of ceramics deep inside the 
hole greatly improves the life of tooling molds with deep 
cavities, which was not possible with conventional PVD coating 
method.   

技術名 
Technology 

ねじ用導電性接着剤コーティング「NDS-EL」 
“NDS-EL,”conductive adhesive coating for screws 

技術の 
概要 

Summary 

締込むだけで導通効果が得られ、そのうえ相手材と固着し緩み止め効果も発揮する、ねじ用特殊樹脂コーテ
ィング。   
“NDS-EL” is a special coating resin for screws that can give 
conductivity by simply screwing tight and also can provide 
locking by having the screw fixed tightly against the mating 
material.   

 
株 式 会 社 北 熱                   http://hokunetsu.com/ 
（ Hokunetsu Co., Ltd.）  

 
株 式 会 社 ニ ッ セ イ テ ク ニ カ            http://www.n isse i - tc .com/ 
（ NISSEI TECHNICA CO., LTD.）
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⽴ ⼭ 電 化 ⼯ 業 株 式 会 社           http://www.tateyamadenka.co. jp/  
（ TATEYAMA DENKA CO., LTD.）

技術名 
Technology 

微小部品へのめっき 
Plating to micro size parts 

技術の 
概要 

Summary 

微小箇所の必要な部分のみにめっき厚：30ｎｍ～の Au（金）めっきを
処理する。   
The technology to apply Au (gold) plating of 30 
nanometers or thicker only to particular area of micro 
size parts.   

技術名 
Technology 

新素材に対応したナノ機能めっきの取組み 
Initiatives toward functional nano-plating to new materials 

技術の 
概要 

Summary 

当社は、多種多様な表面処理をラインナップしており、自動車部品、機械部品、電気・電子部品など幅広い
製品を手掛けております。高機能化、高精度化、軽量化等の高性能化要求、新素材へのメッキ技術の実用化
開発など表面処理技術を通じて、お客様からの新たな要求機能の実現にご協力させていただいております。
ナノ金属粉体への Ag メッキ、Ni 精密電鋳などナノ機能メッキの取組み実績例を紹介します。   
Unizone provides a variety of surface treatment services for a wide range of 
products including automotive parts, machine parts, and electric and electronic 
parts.  We offer solutions to new surface treatment 
challenges as customers seek higher performances 
such as higher functionality, higher precision, and less 
weight, or seek for ways to apply plating to new 
materials.  Introduced here are some showcases of 
functional nano-plating projects of Ag plating to 
metallic nano-powder and Ni precision electroforming.   

技術名 
Technology 

ニッケルめっきによる装飾用途「工芸ガラスブロック」の開発 
Development of “Glass Craft Block” using nickel plating for decoration 

技術の 
概要 

Summary 

当社のめっき技術は幅広いものづくり産業を支える基盤技術であり、被めっき素材に、新たな機能を付加す
るという役目を担っています。 
新素材へのめっきの実用化開発や新たな製品の性能向上のための機能めっきの開発など、お客様からの新た
な要求性能の実現に向けて研究開発をしています。 
今般、建材用途として、ニッケルめっき技術を応用した、「フロア・シャンデリア」に使用する工芸ブロック
の開発事例を紹介します。   
Our plating technology serves as the basic technology to support a variety of 
manufacturing industries and also plays an important role in adding new functions 
to the material to be plated.     
To fulfill new performance requirements presented by customers, we actively 
engage in researches and develop such technologies as 
the practical application of plating technology to new 
materials or functional plating technology to enhance 
the performance of new products.     
The example of glass craft blocks is one of such cases of 
construction material development applying nickel 
plating technology to make “floor chandelier.”   

 
株 式 会 社 ユ ニ ゾ ー ン               http://www.unizone.co. jp/  
（ UNIZONE Co., Ltd.）  
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■その他  Other 

株 式 会 社 ス ギ ノ マ シ ン               http://www.sug ino.com/
（ Sugino Machine Limited）

技術名 
Technology 

バイオマス由来の環境浄化ナノ複合材 
Biomass-derived nanocomposite material for environmental clean-up 

技術の 
概要 

Summary 

バイオマス由来のキトサンを、当社の超高圧ウォータージェット技術でナノファイバー化し、麹菌の酵素や
二酸化チタン（TiO₂）と複合化することで、シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドを吸着・
分解できる環境浄化剤を金沢工業大学と共同で開発しました。   
We have succeeded in developing an environmental 
clean-up agent with the cooperation of Kanazawa 
Institute of Technology.  This is the composite of 
biomass-derived chitosan nanofiber using our 
ultrahigh-pressure water jet technology and such 
enzymes as koji mold or titanium dioxide and can 
absorb and decompose formaldehyde which induces 
sick house syndrome.   

技術名 
Technology 

薬物含有超極細ファイバーを用いた皮膚適用製剤 
Preparation for dermal application using medicament-containing  
ultrafine fiber 

技術の 
概要 

Summary 

本技術は、薬物含有超極細ファイバー、及びこれを積層させた薬物含有超極細ファイバー積層体、並びにそ
れらを用いた皮膚適用製剤に関する技術である。この技術を採用することで、含有する薬物の拡散が増強さ
れ、薬物利用能が高い、新たな皮膚適用製剤が提供できる。   
This technology is related to the medicament-containing 
ultrafine fiber, the layered product thereof, and the preparation 
of dermal application using preceding.   By applying this 
technology, a new preparation for the dermal application can be 
provided which features enhanced release of medicament 
contained and high bioavailability.   

 
テ イ カ 製 薬 株 式 会 社                http://www.te ika.co. jp/  
（ Teika Pharmaceutical Co., Ltd.）
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薬物＋添加剤＋樹脂
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